
フランス宮廷文化とともに発展し
芸術の都パリで花開いた
フランスのフローラルアート
会長 Henri Moulie の花文化への思いを
独自な花装飾としてご紹介します。
すでに花のプロとして活躍されている方も、フローラルアートを初め
て体験される方でも、お花が好きで好きでとおっしゃる方なら誰でも、
AFAF のセミナーに参加することができます。
現在 FD スクールを主宰されている方には、AFAF のカリキュラムと
テキストを用いて、フランスの歴史文化と花の装飾を学ぶレッスン・
アイテムをご提供できます。またお花は学んでいないという方のため
にも、フランスのエスプリを感じていただけるフランスを楽しむイベン
トも企画しています。企画毎に講師はフランスから招聘し、フランス
語（通訳付き）での会となります。
フランス人ならではの色遣いや感性を楽しみましょう。

AFAF の活動にご興味のある方は、各種セミナーの
ご案内をお送りいたします。
ホームページのお問い合わせフォームより、お名前とメールアドレスを
ご登録ください。（ご登録メールアドレスは、本協会のご案内のみに使用させて頂きます。）

お花で日仏の「文化と知識の交流」を
目的に活動するAFAFです。

フランスフローラルアート協会
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-1-20-1B
TEL 03-3423-7100  FAX 03-3423-7101
http://www.afaf-japon.com

フ ラ ン ス 大 好 き な 人 の た め の 小 さ な 情 報 誌  
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今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

フランス的習い事のススメ



１・噴水の前の蚤の市、いかにもパリ
２・�マレ地区ヴォージュ広場、日曜日のお散歩にお勧めです
３・古い建物
４・これから花の季節です

素顔のパリ
20区物語
vol.28  春のパリ

　私の自宅は仙台市若林区です。地震の時はコンサートの為に東京にいまし
た。東京もかなりの揺れで都市機能停止でコンサートは中止。仙台と東京を
結ぶ手段はなくなり２週間足止めでようやく新潟経由で自宅に戻る事ができま
した。家の中は驚くべき光景でしたが私のパソコンは無事。寝る場所とパソコ
ンを開く場所を確保して、只今このエッセーを書いております。全国の皆さん
へお願いです。是非いつもと同じような生活を送ってほしいのです。美味しい
もの食べて、コンサートや劇場に行って、笑って、遊んで、地震前と変わらな
い生活を送ってください！それが、被災した私たちの為になると思うのです。
　楽しいことができる環境にいる方は思う存分楽しんでください ！
　東北人は強いですよ！明るいですよ！この哀しみの中でも前を向いてみんな歩
き始めました。東北が元通りになるまでのしばらくの間、他の地方の皆さんで
元気な日本を盛り上げいてくださいね。頑張れ東北、頑張れニッポン ！
　パリで習い事というと、真っ先に浮かぶのが剣道なのです。私はパリ市の
カルチャーセンターで剣道の先生をしておりました。パリでは武道が盛んです。
合気道、柔道、剣道。書道、生け花もね。アジアの文化を生活に取り入
れるのが上手なパリっ子、最近では本当に美味しい日本食も増えてきた。で
も、一番根強い習い事は語学。他の国の言葉を学ぼうという気持ちは万国
共通なのですね ！ ＳＡＬＵＴ ！
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今思う事＆パリのお稽古事

監督： ピエール・ブートロン 
出演：  トマ・ラングマン、
　　　二コラ・ジロディ、 
　　　ヴォイチェフ・プショニャック  
1987 年 / フランス
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貝山幸子　シャンソン歌手
サリュ・ラ・フランス編集人／仏蘭西倶楽部主宰
仙台市出身。７年間パリでたくましく生活をしながら音楽探訪の日 を々送ったのち、日本での活動再開。超
次元音楽館やカフェコンセールシリーズをプロデュースし、日仏で独自の世界を発信する。フランス＆シャンソ
ンに関するエッセー、講演、プロデュース等でも活動。2003 年にアルバム“月を噛む”発表（NES18964 
2700 円）。その後、故郷仙台の“青葉城恋唄”をフランス語と日本語でリリース。フランス語の“東京ブ
ギ”“蘇州夜曲”は、日仏で高い評価を受けている。“愛の言葉〜エディット・ピアフを歌う”（cos2266 1,890 
円）好評発売中 　http://salut-paris.com/

あらすじ 　１947 年、パリ。１５歳のヴィクトール（ラングマン）は両親をナチスに連れ去られ、たった一人
でパリに戻って来た。途方に暮れるヴィクトールは骨董店の求人広告を見て住み込みで雇って貰うことにな
る。店主のマックス（プショニャック）は風変わりだがヴィクトールの良き理解者になる。同じ年頃の上流家
庭の息子フェリックス（ニコラ・ジロディ）と知り合い、意気投合して、楽しい日 を々送るが、やがて事件が
起きる。老人との心の交流、家族の暖かさと、少年の悲しみと苦悩を描いている。

２０年前に映画館でこの映画を見た。「人生はサンドイッチみたいなもの。穏やかな普通の食パンの年もある
けど、ハムやカラシの年もある。充実した楽しい時もあれば、カラシで辛くて涙がいっぱい出る時もある。でも、
全部一緒に食べるとハーモニーを奏でて一つのサンドイッチになる。」人生はもっと複雑で悲しみは計り知れ
ない。でも、仙台の街を歩きながら、老人が少年に話しかけたこの言葉を思い出しました。

『サンドイッチの年�Les�Années�sandwiches�』

時代を超えて歌い継がれるバルバラの名曲達を
今貴方に伝えたい。
ドキドキするような様 な々愛の形
時空を超えて言葉を超えて
SACHIKO初の全曲日本語詞

収録曲■小さなカンタータ・黒い鷲・いつ帰ってくるの
ピエール・孤独・ナント・ウィーンにて・死に憧れて
夢のあとさき（オリジナル）

ニューアルバム
貝山幸子 Sachiko KAIYAMA

Sachiko chante BARBARA
バルバラを歌う

定価：2,500 円 LLCM-1004
2011 年 2月23日発売
CDショップ・インターネットショップ
貝山幸子HP  http://salut-paris.comにて発売

発売開始

東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災された皆様そのご家族の方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

本誌サリュ・ラ・フランス・仏蘭西倶楽部の本部は東京都港区高輪です。

印刷・制作は福島県、そして仙台事務所から全国のフランス好きの皆様のお手元へお送りしてます。

1000 年に一度の大災害で東日本は大きなダメージを受けました。

その中で人間の強さとやさしさ何気ない日常が送れる事の幸せを感じずにはいられません。

震災の爪跡は大きいですが、ワクワクする事や楽しい事は大切な事だと痛感しております。

「サリュ・ラ・フランス」を楽しみにしてくださっている全国の皆様へ

素顔のフランスをお届けすべくこれからも頑張っていきます。
サリュ・ラ・フランス編集部一同　

１
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Henri  Moulié

ブルターニュ地方の 20 ヘクタールの土地で花や
木を育てているんだ。雨が多いから植物を育てる
のに最適で、今は 35 人の人達がそこの世話をし
ています。
僕のお店には、そこで育てた何種類もの椿の鉢が
あるんだよ。

花と出会ったきっかけは 
花との出会いは巡り合わせです（笑）。
皆と同じように花に関する知識と技術を学び、それから自分
の個性を出していきました。パリでお店を持ったのも巡り合
わせです（笑）。もしかしたら別の場所だったかもしれないし・・・
東京だったりしてね。もちろんパリで良かったですよ。本当
に全てが巡り合せなんだ。

フランスと日本での花の違いや、アプローチの違
いは何ですか
　フランスは日本と比べてとても多くの種類の花が手に入り

ますし価格も安いので、パーティーや結婚式などで色々な花
を沢山使えます。フランスは花をふんだんに使い、日本は技
を使います。
フランスは豊富な花にヨーロッパの・・特に地中海的なエス
プリを加えます。花の文化は生活の一部で、花の出番は多
いですね。たとえば招かれたお宅によく花を持参したり、家
の中、庭、ベランダを花で飾るし、
そして花の香りもとっても大切なんだ。

花屋（さん）で花を買うときや部屋に飾る時のこつ
はありますか
贈り物のブーケでは、私は初めての家に招かれたときは、「花
を持って行きたいけど、どのような感じがいいですか？」とお
店にききます。少しスタンダードなものを選びます。色は白
や青、パステルカラーを。
一度訪ねるとその家のスタイルが分かりますから、
部屋のデコレーションや住む人に合わせて花を選びます。
若い女性と若い独身男性では部屋の様子が違うように、飾
る花も部屋の趣味、その人の雰囲気、生活に合わせること
です。香水と同じです。

会長を務めていらっしゃる、フランス　フローラル
アート協会の活動内容と今後の活動計画は
フランス花卉装飾学校等の基礎技術提供です。主に家やレ
セプションのためのブーケやアランジュマン作り技術で１９
世紀、２０世紀、現在の方法や流れ、基礎と歴史を教えて
います。今後の活動は　現在私たちはいくつか準備している
ものがありますが、一番力を入れている事は、私たちの協会
を世界に広めていくことですね。

フランスと花が好きな読者へのメッセージをお願い
します
フランスと花が好きだなんて、私にとってとっても素敵なメッ
セージですね。
フランスには美しい庭園が多くあります。
来仏の際には是非　フランスの庭園を訪れてください。
日本とは一味違った多くの花に触れてみてくださいね。
そして街のお花屋さんをのぞいてみるのも楽しい事でしょう。
是非私の店にも遊びに来てくださいね！

仏蘭西倶楽部
インタビュー

Vol.28

プロフィール
1950 年 6 月 10 日、フランス南西部、ガスコーニュ地方ジェール県
生まれ。花・植物のデザインに留まることだけでなく、異なった表
現方法を使って、高等な題材（銘木・青銅・銅・錬鉄等）と、花・
植物を融合させて、芸術への感性を形成させていく。その彫刻は新
人芸術家振興のコンクールで数々の賞を取得する。花への愛情と前
衛的な性格が、多くの各界著名人の支持者を得る。ジョルジュ・ポ
ンピドゥー大統領の時代から、ジャック・シラク大統領に至るまで
の多くの政治家や、王室・皇室の人々、そしてモード界（イヴ＝サ
ン＝ローラン・ラクロワ・シャネル等）、財界等多くの方に長く支持
されている。同様に、国外でも花の創造活動によって「ムリエ・ス
タイル」を世界に広げている。その技術の高さは、国内外でのフラ
ワーデザインのコンクールにおいて、審査員として例年招聘される
ことでも証明されている。現在、パリに 2 つのブティックを構える。

ムリエさんのお店 Moulié Fleurs
8 pl Palais Bourbon - 75007 PARIS
Tél : 01.45.51.78.43   Fax : 01.45.50.45.54

フランスフローラルアート協会（AFAF）
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-1-20-1B
http://www.afaf-japon.com/index.htm

インタビュー・仏蘭西倶楽部パリ支局　土井陽生

Photo  Yolliko Saito

花でフランスと日本を結ぶ
フランス フローラル アート協会会長
フローリスト
アンリ・ムリエ さん
パリオペラ座のレセプション等、様々なＶＩＰを迎える空間を演出したり、また、後
進の指導や、パリで２軒のお花屋さんを営む、花のスペシャリスト、アンリ・ムリエ
さん。東京・神宮前に本部があるフランス　フローラル　アート協会の会長を務め
花を通して日本とフランスを結ぶ活動をしている。スペインにほど近いフランス南西
部ガスコーニュ出身でラガーマン（ラグビーをやっていたそうです）だったムリエさん
は、今は花と日本文化を愛するとってもダンディなフローリストです。
パリ８区、ブルボン宮のすぐそばにある、お店に伺って花に囲まれながらのインタ
ビュー。優雅に流れる午後のひと時をご一緒させていただきました。

H e n r i  M o u l i é



“フランスに触れて…
　美味しく楽しいひと時を”

Photo�:�Syunsuke�Fujii

ＳＨＯＰ　ＰＬＡＣＥ　ＯＰＥＲＡ プラスオペラ
東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ1 階　TEL03-5353-0567　営業時間：11:00 〜 19:00

ＬＥ  ＳＡＬＯＮ  ＤＥ　ＭＵＳＥＥ ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11 横浜情報文化センター２階ニュースパーク　 TEL045-640-1151　営業時間：10:00 〜 17:30

カンペール陶器日本総代理店�株式会社ミュゼ

300 年の伝統を誇るカンペール陶器
フランス西部、ブルターニュ地方のカンペールは、ケルト文化を今に遺す独特な文化で知られ、300 年以
上にわたって一つの文化を形づくり、ささえてきました。伝統的な手法で今に続くカンペール陶器は、ブルター
ニュの草花や民族衣装をまとった男女などすべて手描きです。

「ボーレザンサロン」日仏文化交流サロンとして２００９年７月にオープン。フランス文化を伝え、世界各
国からの観光客の皆さんに広島と日本を紹介する、インフォメーションカフェです。フランス語教室、ワイン、
フレンチ、シャンソンなど、フランス文化に触れる事が出来るイベントも行っています。

サンドイッチには Olive de Luc/ オリーヴ　ドゥ　リュックさんの選りすぐりのオリーヴやドライトマトが
贅沢に使われてます。その他、スコーン、キッシュ、日替わりメニューも豊富で軽食が楽しめます。

表示価格は税込みです

ボーレザンサロンドカフェ
TEL 082-247-5815  広島市中区大手町 2-5-18 info@beaux-raisins.com
営業時間　10：00 〜 19：00（水曜定休日）　※ 詳細はお問い合わせください。

気持ちのいい春の陽気に誘われてお散歩。広島市の平和公園の川
沿いをのんびり歩いていると、ここはパリ？と錯覚するような素敵なテラス
を発見。こんな気持ちのいい日は、太陽を浴びながら赤ワインでも飲ん
じゃおうっと。
ローストビーフとオリーヴとドライトマトがたくさん入ったゴージャスなサンド
イッチと赤ワインはぴったりね。
店内にはパリ在住画家・植田洋子さんの原画。そしてフランスに関す
る本や、フランスのテレビＴＶ５も流れている。ワインがどんどん進んでし
まう広島にあるフランス的空間なのでした。　　　　　　　（真乃ソロ）

割引は5月20日まで
プレートヴァーグ15cm　11,445円→15％ OFF 9,728円
ケーキプレッター 37cm　19,950円→15％ OFF 16,957円
ランプ45cm　65,100円→15％ OFF 55,335円

プレートヴァーグ 15cm ケーキプレッター 37cm
ランプ
45cm
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私がまだ若かりし頃、パリのワイン学校に通ったことがあります。

とにかくいろんなワインを飲まなくてはと、意気込んでの参加で

す。基本コースよりもおいしそうなワインが出るであろうと、や

や上級コースをとったため、造り手が自分のワインに対して説

明を加えていくというしっかりとした内容の２時間でした。

驚いたのはつくり手を目の前にして、前の年のほうが良かった

など、自分の意見をしっかりと主張してしまう人が何人もいたこ

とで、これは日本ではあまり見かけない光景でした。

造りの手のほうもそんなに動じることもなく、丁寧に説明を加え

ていくのです。フランスは自分の意見もしっかり伝えるけれど、

人の意見も聞くのだな（そして根に持たないんだね）と感心し

た記憶があります。

佐藤陽一のワインなひと時
フランス的習い事vol.28

MAXIVIN マクシヴァン 
〒 106-0032 港区六本木 7‐21‐22

TEL  03-5775-1073　FAX 03-5775-1074
昼　水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
夜　月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.

定休日 日曜日   HP http://www.maxivin.com/

佐藤陽一　
1962 年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での
調理の修行後、渡仏。1987 年から 3 年間、フラン
スで修行。世界最優秀ソムリエのフィリップ・フォール・
ブラック氏の「ビストロ・デュ・ソムリエ」で研修した。
帰国後はエノテーカ・ピンキオーリ（銀座）、タイユ
バン・ロビュション（恵比寿）オストラル（銀座）な
どのシェフ・ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲
料全般をプロデュースするための会社“マクシヴァン”
を設立。ワインスクールや各種イベントなどでのワイ
ンの講師の仕事や、コンサルティングを行う。2000
年ワイン・レストラン“マクシヴァン”をオープン。2005 年全日本最優秀
ソムリエ。2007年第12回世界最優秀ソムリエコンクールスペイン大会日本代表。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/
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商品のご購入・お問い合わせは

株式会社アクアメール
東京都港区赤坂 8-4-7   電話 03-5414-7187
http://www.aquamer.co.jp

文・写真／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。

「ゲランドの塩は、日本でもたくさんのパン屋さんにお使いいただいています。今回はその塩
を扱う人間としてやりたかった“本場パリのパン屋さんで直接見て、聞いて、感じる”という
ことが実現できました。今後も“パンと塩の美味しい関係”を伝えていきたいです。」

ゲランドの塩　顆粒１ｋｇ　１０２９円（税込）

パリのブーランジェリーで聞いてみた“パンと塩の美味しい関係”

パリは、言わずと知れた美味しいパンの宝庫。まだ夜も明け
きらない、ほの暗い早朝の路地でブーランジェリーだけは灯り
がともっています。静かな通りに漂うこうばしい香り。まどろむ
パリの街を起こすのは、パンの焼ける美味しい香りです。

パンをつくるのに必要なのは、小麦、水、そして塩。アーティ
ザン（職人）と呼ばれるパン職人たちは、この絶対不可欠
な素材を吟味しつくして、最高のパンをつくるべく日々努力し
ているといいます。良質の素材のひとつとして、ブルターニュ
産の海塩「ゲランドの塩」もたくさんのパン職人に選ばれて
います。ほんの少ししか使われなくともそのゆたかな味わいが
ひとつひとつのパンの味に奥ゆきをもたらすのかもしれません。

「パリのブーランジェリーめぐりをして、ゲランドの塩を使ってい
るかどうか直接お店の人に確かめたい！」…そんなテーマを自
分にかかげて、さあ、パリのパン屋さんへ！

コントワール・ガナショー
（１1 区）
最高においしい本物のバゲット“フ
リュート・ガナ”を生み出したガナ
ショー氏。その支店に行ってみま
した。お昼前からすごい行列…。
目の前でお目当てのフリュート・ガ
ナが売り切れたけれど、少し待っ
てから熱々の焼き立てを手に入れ
ました。「ゲランドの塩」は素材をさらに吟味したビオのパン

に使っているようです。がまんできずに歩きながら食べたバゲッ
トは、生涯忘れられない味！

エリック・カイザー（６区）
日本でもメゾン・カイザーとしてお
なじみの一軒。６区の“エリック・
カイザー”はまるで高級ブティッ
クのような気品あふれる店構え。
ゲランドの塩を使っていますか？と
の問いに、バゲットには使ってい
ないけれどパン・ド・カンパーニュ（田舎パン）に使っていますよ、
とやさしく教えてくれた店員さん。スライスされた田舎パン、酸
味もほどよく食べやすく味わい深いパンでした。

ポワラーヌ（６区）
伝説ともいえるブーランジェリー、
ポワラーヌ。日本にも丸く大きな
パン・ド・カンパーニュが空輸さ
れていることでも有名です。夕
方１８時過ぎ、ひっそりと小さな
お店の前には長蛇の列。店内
の棚には人気のサブレや雑貨と
共にゲランドの塩も！大行列でし
たが大急ぎで質問すると、“ウィ”
の返事。嬉しい！ポワラーヌを代
表する田舎パンのなかにはゲラン
ドの塩の味わいが隠されているのですね。

お洒落なマレ地区でパリっ子と一緒に踊ろう
マレダンスセンター Le Centre de Danse du Marais
41, rue du Temple 75004 Paris

パリの真ん中、マレ地区にある老舗のダンススクール。
４０年以上の歴史があり、建物は１６世紀か１７世紀の
建築物。バレエからヒップホップ、アジア、西洋、アラ
ブと世界中のダンスのクラスがある。現在、この建物
にはダンス教室の他にイベント会場、劇場、カフェが併
設している。プロ向けのクラスから、ビギナーまで、踊
りたい全ての人へ門戸を開いています。音楽のクラスも
あります。「パリでダンスのレッスンを受けてきたのー！」
と気軽にパリのカルチャースクールを体験できますよ。
レッスンはチケット制で１レッスン１８ユーロから。４レッス
ン６３ユーロ、８レッスン１０４ユーロ。気軽通える値段で
すね。http://www.paris-danse.com/

パリ
お宅
訪問
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●編集後記　  フランス人は武道にも関心がある。剣道、柔道、合気道。フランスと日本はお互いにとっても関心を持っている国なのですねー。（Ｓ）

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.salutlafrance.jp/ にて

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊ 株式会社ＲＳＶＰ 　
　フランスのお隣の国、イギリス王室の知られざる日常生活を紹介する本 王室が身近に感じる面白さ！
　「王室の秘密は女王陛下のハンドバッグにあり」　 3 名様

＊ 株式会社アクアメール（Ｐ８掲載） 　ゲランドの塩 1kg　 3 名様
● 読者プレゼント応募方法
お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレス、ご希望の商品を明記の上
＊メール    france-club@cia.co.jp
＊ハガキ   〒 108-0074 東京都港区高輪 2-1-13-205
　          キャトルヴァンアン コーポレーション内  サリュ・ラ・フランス読者プレゼント係へ
ご応募ください。尚商品の発送をもって発表と変えさせていただきます。 （2011 年 5 月31 日締め切り）

【サリュ・ラ・フランス第７期 定期購読募集】
年間送料手数料 900 円（２９号〜 ３４ 号）年６回（サリュ・ラ・フランスは隔月の発行です）ご希望のご住所へ、５冊のお届け。お申込締め切り5/31 まで
■お申込み　 FAX 03-5488-7783　　E-mail france-club@cia.co.jp  定期購読希望係まで
※ご住所・お名前・電話番号・第 7 期定期購読を明記してください。※本誌送付時に、お振り込みインフォメーションを同封します。

好評発売中
ノートの帯は 4 種類。
どれが届くかは、
届いてからのお楽しみ。

書くことが楽しい、もっと次のワインが楽しみになるノートが発売されました

ワインテイスティングノート
1,470 円（税込）2 冊セットで販売　サイズ 120 × 210mm ／ 64 ページ／フルカラー
■ ご注文・お問い合せは
 　FAX  03-5488-7783　E-mail  france-club@cia.co.jp　HP  http://www.salutlafrance.jp/

下記にご注文の場合送料サービス
ワインテイスティングノート販売店募集中

2 冊組・60 本の
　味わいの想い出が書き込める
　　　　ワインテイスティングノート

セレクトパッケージショップ　プチリュバン

〒 263-0043 千葉市稲毛区小仲台 2-8-23　向後ビル 2F
Tel : 043-207-7677   Fax : 043-207-7678
営業時間 : 平日 10：00 ～ 19：00 ／土曜 10：00 ～ 17：00

店内には手作りのお菓子をもっと素敵にするラッピングアイテムや
お菓子作りが楽しくなるキッチン雑貨がいっぱい。

オンラインショップhttp://petitruban.jp/


